
種　目 優　勝 準優勝 参加数
一般男子複 具志堅 興平 妹尾 雄介 　２４

原田 和憲 坂中 賢太

(トヨタ自動車九州) (トヨタ自動車九州)

３０男子複 峰 浩志 小俣 功 　５

結城 亮二 大塚 省吾

(バドグラフィティ) (大分県)

３５男子複 菊地 洋平 城戸 孝夫 　１０

川合 大咲 城戸 洋欣

(九国ＯＢ) (セピア･荒尾クラブ)

４０男子複 岡 裕之 西岡 昌彦 　５

坂巻 到 高山 剛

(スマッシュクラブ･バドグラフィティ) (筑紫野リジーズ)

４５男子複 中村 正巳 平上 昌弘 　７

椋本 浩行 久保 亮一

(西日本シティ銀行･西部ガス) (さつき会･那珂南クラブ)

５０男子複 佐田 聡 堂山 武 　５

小出 寿朗 伊藤 博史

(西日本シティ銀行･トヨタ自動車九州) (北九州市役所･シャトルフレンズ)

５５男子複 川﨑 和幸 小宮 孝吉 　３

一木 善明 江口 博

(鍋島クラブ･ヴィンテージ福岡) (大牟田クラブ･北方クラブ)

６０男子複 鈴内 充雄 武松 正 　６

中村 儀一郎 羽江 雄司

(老司クラブ) (柳川中央クラブ･高田クラブ)

一般女子複 高原 里衣 田中 美里 　７

古賀 さやみ 清水 なつ美

(西日本シティ銀行･ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ) (西日本シティ銀行)

３０女子複 山田 明子 大久保 悠華 　３

大石 瞳 原 満恵

(ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ) (城西ウェンズデイ･スーパーショット)

３５女子複 松永 百合香 外園 和美 　２

二村 和恵 近藤 麻規子

(香椎浜クラブ･名島クラブ) (ウイングクラブ)

４０女子複 入沢 智美 南野 直子 　２

中森 良子 岩田 陽子

(シャトルハウス･セピア) (福間クラブ)

４５女子複 阿久根 恭子 鳥巣 亜子 　２

廣本 美秀 新 秀子

(レディーバード･城の原クラブ) (スマッシュクラブ･ネオ・ビー)

５５女子複 梅田 眞澄 光吉 千佳子 　２

古賀 ひとみ 東地 加代子

(ＦＣＣ･クリアレディース) (シャトルフレンズ)
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種　目 優　勝 準優勝 参加数
一般男子単 原田 和憲 具志堅 興平 　３１

(トヨタ自動車九州) (トヨタ自動車九州)

３０男子単 笹渕 崇志 西原 彰郎 　２

(日佐クラブ) (フレームショット)

３５男子単 高田 英志 渡辺 憲太郎 　１０

(西部電気工業) (アリヨシスポーツ)

４０男子単 小俣 功 岡 裕之 　８

(大分県) (スマッシュクラブ)

４５男子単 中村 正巳 金子 太郎 　１１

(西日本シティ銀行) (アリヨシスポーツ)

５０男子単 伊藤 博史 佐田 聡 　６

(シャトルフレンズ) (西日本シティ銀行)

５５男子単 小宮 孝吉 釜瀬 洋一 　４

(大牟田クラブ) (八幡中央高校)

６０男子単 鈴内 充雄 日高 澄具 　１０

(老司クラブ) (九州大学教職員)

５０女子単 田中 恵子 沓形 さゆみ 　２

(Ａ．Ａ) (うきはクラブ)

一般混合複 近藤 早寿 酒見 昌平 　１１

近藤 愛理 古賀 さやみ

(遠賀郡) (ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ)

３０混合複 峰 浩志 川合 大咲 　５

大久保 悠華 川合 智美

(バドグラフィティ･城西ウェンズデイ) (九国ＯＢ･ＦＣＣ)

３５混合複 深田 桂介 青木 良成 　２

松永 百合香 岩田 陽子

(香椎浜クラブ) (トヨタ自動車九州･福間クラブ)

４０混合複 小出 寿朗 坂本 義文 　４

池尻 昭子 東濱 恵美

(トヨタ自動車九州･ＫＬＢＣ) (フレームショット･カレンクラブ)

４５混合複 堺 圭一 中山 健一 　３

三枝 直子 桜井 真理子

(山鹿市協会･神奈川県) (チームアンバランス･古賀レディース)

５０混合複 濱崎 洋介 小田 昭彦 　２

九郎丸 留美子 小田 三千代

(秋月･あおぞら) (柏原)

６０混合複 中村 儀一郎 秋穂 恒俊 　３

今野 美津江 安田 博子

(老司クラブ) (室見クラブ･百道クラブ)


